ロータリー２０２２～２０２３年度

みんなのロータリー、みんなでロータリー、
さあ！奉仕に出かけよう
第２８４０地区 ２０２２～２０２３年ロータリーのテーマ

館林ロータリークラブ会報
２０２２年７月８日(金)

R.I 加盟承認 １９５８年６月２日
Club ID

１３９５６

第３１１２回例会報告（Ｎｏ，２）
当会にも来てくれた方で Facebook のメッセンジャー

点

鐘・ソング

国歌

奉仕の理想

でも連絡を取り合っていて今から逢うのがたのしみ
です。就任式では簡単な挨拶もしてくれということな

― 会

長

挨

拶 ―

ので当会の 65 周年記念のコマーシャルもしっかりし
て来たいと思います。
また 8 月 2 日には上野年度第一回ゴルフ大会もあ
りますので多くの会員の方の参加をお待ちしていま
す。私も 10 年以上ぶりのゴルフなので練習もしなく
てはと思っているくらいですのでこれからゴルフを
始めようと思っている方も遠慮なく参加してくださ
い。
そして例会の後もインターアクト年次大会の準備
の為の集まりがありますので担当の方々は出席のほ
どよろしくお願いいたします。

上野

和路 会長

本日もよろしくお願いします。

皆さん本日も例会出席ありがとうございます。

― 委

そして本日はガバナー補佐をお迎えしての例会と
いうことで第 4 分区 B 飯田ガバナー補佐に卓話をし
ていただけることになって居たのですが、急遽お葬式
が入ってしまいおいでになれなくなったそうです。飯
田ガバナー補佐は私が幹事を務めた毛塚年度の時の
大泉ロータリークラブの会長だった事もあり親しく
させて頂いております。お優しい方ですので次回訪問
していただいた時には質問等ドシドシお願いします。
そして先程入った情報によりますと安倍晋三元首
相が銃弾を浴びたとの報道がありましたがまだ詳細
はわかりません。無事のご帰還をお祈りするだけです。
先週の例会の時にもちょっとお話しましたが明日
からフィリピンのセブポートセンターロータリーク
ラブの会長就任式に参加の為、パスト会長の小暮高史
さんと行ってきます。セブポートセンターRC の次期
会長は Antonio Tan Jr という以前幹事と云う立場で

宮内

嘱

状

授

与 ―

敦夫会員
ガバナー諮問委員会

委員

意義ある奉仕賞選考委員会

委員

ガバナー指名委員会 委員長
地区研修・管理運営委員会

副委員長

毛塚

宏会員
ＲＬＩ推進委員会

― 会

務

報

委員

告 ―
上野 和路会長

Ｒ

４． ７． １（金）インターアクト年次大会
実行委員会
於・ニューミヤコホテル館林

参加者 上野 和路・根岸 利正・山本
毛塚

樹

宏・石川 長司・関井 宏一

田部井孝一・飯塚 一成・谷田川敏幸
小堀 良武・小暮 雅𠀋・長柄

純

矢島 孝昭・羽鳥 紫乃・瀬山 欣春
関口

谷田川敏幸会員

Ｒ

グローバル補助金委員会 委員

昇

４． ７． ４（月）令和４年度館林市
野鳥の森市民協力会総会

於・茂林寺客殿

参加者 長柄 光則

今後の予定
Ｒ

４． ７． ８（金）ガバナー補佐訪問
於・ニューミヤコホテル館林

Ｒ

４． ７． ８（金）インターアクト年次大会
実行委員会
於・ニューミヤコホテル館林

対象者 上野 和路・根岸 利正・山本

関井

毛塚

宏一会員

樹

宏・石川 長司・関井 宏一

堀越 貴之・田部井孝一・飯塚 一成

ＩＣＴ推進委員会 委員

谷田川敏幸・小堀 良武・小暮 雅𠀋
荒木千津子・長柄

純・矢島 孝昭

横田 善次・羽鳥 紫乃・瀬山 欣春
関口
Ｒ

昇

４． ７．１１（月）セブポートセンターＲＣ
会長就任式
於・セブカントリークラブ

対象者 上野 和路・小暮 高史
Ｒ

山本

４． ７．１５（金）インターアクト年次大会

樹会員
インターアクト委員会

実行委員会

委員長

於・ニューミヤコホテル館林

危機管理委員会 委員

対象者 上野 和路・根岸 利正・山本
毛塚

樹

宏・石川 長司・関井 宏一

堀越 貴之・田部井孝一・飯塚 一成
谷田川敏幸・小堀 良武・小暮 雅𠀋
荒木千津子・長柄

純・矢島 孝昭

横田 善次・羽鳥 紫乃・瀬山 欣春
関口
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昇

Ｒ ４． ７．１５（金）２０２４－２５年度
会長指名委員会

― 幹

事

報

告 ―

於・増喜

対象者 パスト会長・会長・幹事
Ｒ ４． ７．１７（日）第１回諮問委員会
対象者 宮内 敦夫

於・音羽俱楽部

Ｒ ４． ７．１８（月）中野年度ロータリー財団
委員会合同会議
対象者 谷田川敏幸

於・前橋商工会議所会館

Ｒ ４． ７．２２（金）インターアクト年次大会準備
於・館林市文化会館カルピスホール
Ｒ ４． ７．２３（土）インターアクト年次大会

根岸

（ホスト・館林ＲＣ）

１．例会場・例会時間の変更

於・館林市文化会館カルピスホール
Ｒ ４． ７．２９（金）創立６５周年第３回実行委員会

◆太田ＲＣ
７月２８日（木）→ 納涼例会

於・ニューミヤコホテル館林

点 鐘 １８：３０

Ｒ ４． ８． ４（木）館林市健康づくり推進懇話会
対象者 上野 和路

◆太田西ＲＣ

於・館林市役所

７月２０日（水）→ 休 会

Ｒ ４． ８． ５（金）第４分区Ａ・Ｂ１０クラブ

（定款第７条第１節（ｄ）により）

会長・幹事会
◆前橋北ＲＣ

於・太田グランドホテル
対象者 上野 和路・根岸

７月１８日（月）→ 休 会（海の日）

利正・宮内 敦夫

７月２５日（月）→ 新年度最初の夜間例会

Ｒ ４． ８． ７（日）ディスカッションリーダー

８月１５日（月）→ 休 会

研修会 於・前橋問屋センター会館
対象者 小暮 高史・毛塚

利正幹事

（定款第７条第１節（ｄ）により）

宏

８月２９日（月）→ 納涼夜間例会

Ｒ ４． ８．２４（水）第４分区Ｂ５クラブ

◆前橋西ＲＣ

合同納涼例会（ホスト・館林東ＲＣ）

７月２９日（金）→ 休 会

於・ニューミヤコホテル館林

（定款第７条第１節（ｄ）により）

Ｒ ４． ９．２５（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅠ
◆前橋中央ＲＣ

於・前橋商工会議所会館

７月より例会開始時刻は、１２時１０分点鐘となります。

Ｒ ４．１０．１６（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅡ

７月 ６日（水）→ 会長方針発表

於・前橋商工会議所会館

７月１３日（水）→ クラブ協議会

Ｒ ４．１１．２７（日）ＲＬＩ研修セミナーパートⅢ

（会員増強・管理運営）

於・前橋商工会議所会館

７月２０日（水）→ クラブ協議会
（公共イメージ・奉仕プロ）
７月２７日（水）→ クラブ協議会
（ロータリー財団・米山奨学）
◆沼田ＲＣ
７月１９日（火）→ 休 会
（定款第７条第１節（ｄ）により）
◆安中ＲＣ
７月１９日（火）→ 納涼夜間例会
点 鐘 １９：００

S・A・A

飯塚

一成会員

会 場 磯部簗
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◆富岡中央ＲＣ

荒木千津子会員 女性ネットワーク委員会 委員

７月２８日（木）→ 納涼夜間例会

山本

樹会員 インターアクト委員会 委員長

点 鐘 １８：３０

危機管理委員会 委員

会 場 ときわ荘

小堀 良武会員 米山記念奨学委員会 委員

◆高崎シンフォニーＲＣ

◆国際ロータリー日本事務局

例会場移転のご連絡（７月より）

「クラブ・地区支援リソース集」のご案内

【新例会場】マリエール高崎

◆ロータリー文庫

〒３７０－００６９ 高崎市飯塚町１３６１

ロータリー文庫のご利用案内

ＴＥＬ０２７－３６３－２２４１

ロータリー文庫では、電子図書館を目前に、着々と資

ＦＡＸ０２７－３６３－２２４９

料のデジタル化を進めております。今年度も新たなユ

※例会曜日・例会時間・事務局の住所、ＴＥＬ、メール

ーザー名とパスワードを使い、ＷＥＢサイトを通じた

アドレス等は変更ございません。

資料の公開を継続いたします。
※今年度の新パスワードは、事務局石川までお問い合

２．会報、週報

わせください。

３．その他

◆太田ＲＣ

◆ガバナー事務所

①創立６５周年記念誌のご送付

①ガバナー月信７月号の地区ＨＰ閲覧可能のご連絡

②地区研修・協議会報告書のご送付

中野正美ガバナー事務所の地区ＨＰ（月信ページ）は

◆館林市役所

下記の通りとなりますのでよろしくお願い致します。

館林市健康づくり推進懇話会の開催のご案内

http://www.rid2840.jp/nakano/g_gesshin.html

【日 時】８月４日（木）１３：３０～

②ＲＹＬＡ参加対象者アンケートのお願い

（概ね１時間３０分程度）

③２０２２－２０２３年度前期「地区分担金のお支払い
について」ならびに送金カレンダー等のご送付

【会 場】館林市役所 ５階 ５０３会議室

1．例年７月１日現在の会員数をご報告した後、当該

【対象者】上野 和路
◆サントリースコールサロン事務局

人数に地区分担金１１，９５０円（本年度負担金額
の半分）を乗じた金額をガバナー事務所口座にお振

令和４年度サントリースコールサロン総会議案の

込みをお願いしています。

書面表決についてのご案内
◆館林商工会議所

2．当年度の各事業及び地区行事が新型コロナウイル

「商工たてばやし №４６３」のご送付

ス感染症防止の観点から中止となる可能性があり
ます。

― 委員会報告 ―

事業資金としてこれからお預かりする予定額は、当
該事業及び地区行事が中止となった場合は各クラ
ブにご返金をさせて頂く予定です。その場合は後期

＜第１回 親睦ゴルフコンペのお知らせ＞

分の地区負担金の支払いと相殺等を含め各クラブ
にご連絡させて頂きます。
④２０２２年規定審議会報告
⑤地区役員・地区委員委嘱状送付のご案内
宮内 敦夫会員 ガバナー諮問委員会 委員
意義ある奉仕賞選考委員会 委員
ガバナー指名委員会 委員長
地区研修・管理運営委員会副委員長
毛塚

宏会員 ＲＬＩ推進委員会 委員

谷田川敏幸会員 グローバル補助金委員会 委員
関井 宏一会員 ＩＣＴ推進委員会 委員

親睦活動委員会 中世 吉昭委員長
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＜インターアクト年次大会実行委員会のお知らせ＞

☆根岸 利正幹事

頂きました

本日は、クラブ研修常任委員長 小池敏郎様に急遽卓話
をして頂きます。よろしくお願いいたします。
飯田ガバナー補佐のお心遣いに感謝いたします。

☆小池

敏郎会員

頂きました

本日一週間前倒しして委員長報告させて頂きます。一年
間ご協力宜しくお願いします。

☆大澤

孝司会員

頂きました

上野根岸丸出船おめでとうございます。ラー食べは一年
がまんして、頑張りましょう。

☆谷田川 敏幸会員
地区インターアクト委員会

大変頂きました

日曜日に傘を取り付けました。城町アンブレラスカイ

山本 樹委員長

をお楽しみ下さい。

―出席・ニコニコ BOX 委員会―

☆関井

宏一会員

頂きました

委嘱状頂きましたので

☆石川

長司会員

大変頂きました

妻の誕生日にきれいな花を頂きましてありがとうござ
います。

☆山本

樹会員

頂きました

本日もインターアクト年次大会実行委員会お世話にな
ります。

☆正田

隆会員

大変頂きました

上野会長、就任おめでとうございます。先日は二次会ご

齊藤

一則委員長

ちそうさまでした。

☆関口

思います。

通算３１１２回例会
員

数

５６名

出席率算出会員数

５４名

出 席 者 数

３７名

欠 席 者 数

１７名

出

68.52％

席

大変大変頂きました

毎日、暑い日々ですが、体調くずさずがんばりたいと

例会出席報告
会

良幸会員

率

前前回修正

―

卓

話

―

87.50%～89.29％

使用済切手寄贈
（株）小暮商店

―
☆上野

ニ コ ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ ―

和路会長

大変頂きました

明日からセブポートセンターＲＣの会長就任会に行っ
クラブ研修リーダー 小池 敏郎 委員長

てきますので。
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みなさんこんにちは。本日はクラブ研修常任委員会と

挙手してから回答をお願いします。これは正解ではなく

いう素晴らしい委員会の報告させて頂きます。常任委員

ても良いです。間違いだから恥ずかしいということでは

長は私です。副委員長はＲＬＩ地区委員も務めている毛

ありません。他人の意見を聞きながら勉強できるという

塚会員です。

素晴らしい方式ですので、よろしくお願いします。

私の方針としましては、いろいろ難しいことを書きま
した。ロータリーの基本はロータリーの中核的価値観、

それでは進めていきます。ロータリーの中核的価値観

ロータリーの目的、四つのテストで不変なものとＲＩ会

がわかる人いますか。５つあります。クラブにものすご

長は言っています。しかしロータリーは常に変化してい

く大事なものです。まず一つ目は親睦です。ただ親睦だ

きます。そこでロータリーは変化に対応していけないと

けしていてもダメだと言われています。二つ目わかる人

続いていかない、続いているということは今まで先輩方

いますか。高潔性です。三つ目は多様性です。四つ目は

が変化に対応してくれたからだと思っています。

奉仕、五つ目はリーダーシップです。

今年の中野ガバナーは地区スローガンにみんなのロ

続きまして、今年地区で与えられている数値目標です。

ータリー、みんなでロータリー、さあ！奉仕に出かけよ

米山財団の寄付額わかる人いますか？一人１６０００

うと提唱されましたので、私は事業計画として方針を５

円です。財団の寄付額わかる人いますか？１５０ドルで

つ挙げています。まずは６５周年記念事業の成功です。

す。数値目標も出ましたのでこれで終了とします。

先日私は入会３０周年のバッチを頂きましたが、私の倍

私はこれから１年間、クラブ研修常任委員会、６５周

以上館林ロータリークラブは続いてきたことになりま

年、クラブ研修リーダー素晴らしい役目を会長から頂き

す。２番目に入会が浅い会員の夜間インフォーマルミー

ましたので、少しでも会長の手足として働いていきたい

ティングです。昔は委員長の自宅に集まってロータリー

と思います。これもクラブの皆さんのご協力があってこ

について激論を飛ばすという時期もあったようですが、

そと思っていますのでよろしくお願いします。話まとま

今は時期的に難しいですが、お店で激論を交わして頂き

りませんが、これで委員長方針の報告とさせて頂きます。

たいと思っています。３番目にＲＬＩ方式を例会で５回

ありがとうございました。

くらい行いたいと思います。今日もやってみたいと思い
ます。当クラブの会員は入会３年未満の知識の浅い会員

－インターアクト年次大会実行委員会－

が２０名程いらっしゃいます。しかしロータリーにはい
ろはがありますので、ロータリーの仕組みを勉強して行
って欲しいと思います。４番目に会員の増強、退会防止
です。入会はもちろん大事ですが、退会しない方法を分
析していくことも大事と思います。また４０代の若い人
が多く入って頂く方がもっと良いことだと思っていま
す。５番目に地区数値目標の達成です。数値目標の達成
はクラブにとっても大事なことだと思います。
私は以前、地区のＲＬＩを５年間務めましたが、第２
８４０地区では次年度会長と次年度幹事は必ずパート
１から３までの研修を受講しなければならない。またＤ
Ｌは別の日程で４回受講しなければならないです。みな

於・ニューミヤコホテル館林

さんにも体験して頂くために、今日は実際にＲＬＩ方式
の進め方で進めたいと思います。私から指されましたら
◆例会日

毎週金曜日

◆例会場

ニューミヤコホテル館林（館林市文化会館内） 会

長

上野

和路

副会長

横田

善次

館林市城町 3-1

事

根岸

知正

副幹事

山本

樹

委員

小池

和敏
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